アップグレードの準備
• ソフトウェアのダウンロード, 1 ページ
• アップストリーム ネットワーク接続のテスト, 2 ページ
• HX クラスタのグレースフル シャットダウン, 3 ページ
• Cisco UCS Manager を使用したホスト ファームウェア パッケージの変更, 4 ページ
• ブートストラップ プロセス, 4 ページ
• Cisco HyperFlex のメンテナンス モードの開始, 6 ページ
• Cisco HyperFlex のメンテナンス モードの終了, 7 ページ

ソフトウェアのダウンロード
HyperFlex のアップグレードを成功させるために、HyperFlex System のコンポーネントのバンドル
を Cisco の Web サイトからダウンロードできます。
1 HX Data Platform のアップグレード バンドル（.tgz ファイル）
2 VMware ESXi
3 Cisco UCS インフラ（A）バンドル、B および C バンドル、およびファームウェア
すべてのコンポーネントを HyperFlex のダウンロード用 Web サイト からダウンロードできます。
Cisco UCS バンドルとファームウェアをダウンロードした後、Cisco UCS Manager にそれらをコ
ピーする必要があります。
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UCS Manager に UCS バンドルをコピーします。

ステップ 1

Cisco UCS Manager GUI にログインします。

ステップ 2

ユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 3

[Navigation] ペインで、[Equipment] タブをクリックします。

ステップ 4

[Equipment] タブから [Equipment] ノードを展開します。

ステップ 5

[Work] ペインから、[Firmware Management] > [Installed Firmware] > [Download Firmware] の順にクリックし
ます。

ステップ 6

[Download Firmware] ダイアログボックスで、[Location of the Image File] フィールドの [Local File System] オ
プション ボタンをクリックし、必須フィールドに入力します。

ステップ 7

[Filename] フィールドに、イメージ ファイルのフル パスと名前を入力します。
ファームウェアイメージファイルが配置されているフォルダへの正確なパスがわからない場合は、[Browse]
をクリックしてファイルにナビゲートします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。Cisco UCS Manager GUI では、ファブリック インターコネクトのファームウェア
バンドルのダウンロードを開始します。

ステップ 9

[Download Tasks] タブで、ダウンロードのステータスをモニタします。
（注）
UCS Manager がブートフラッシュの空き領域不足を報告した場合、[Packages] タブでもう使用し
ない古いバンドルを削除して空き領域を増やします。ブートフラッシュの空き領域を表示する
には、[General] タブの下の [work] ペイン領域にある [Equipment] > [Fabric Interconnect] > [Local
Storage Information] に移動します。

ステップ 10 必要なすべてのファームウェアとバンドルがファブリック インターコネクトにダウンロードされるまで、
このタスクを繰り返します。
これにはインフラストラクチャ（A）バンドル、ブレード バンドル（B）、およびラック バンドル（C）
が含まれます。

アップストリーム ネットワーク接続のテスト
hx-storage-data および vMotion のアップストリーム スイッチがジャンボ フレーム用に設定されて
いることを確認してください。この手順をスキップすると、Cisco UCS インフラストラクチャの
アップグレード中に入出力が中断される可能性があります。

ステップ 1

ノードを Cisco HX メンテナンス モードにします（Cisco HyperFlex のメンテナンス モードの開始, （6
ページ）を参照してください）。

ステップ 2

ESX ホストの 1 つに SSH で接続します。

ステップ 3

ping が成功することを確認します。
vmkping -I vmk1 -d -s 8972 <data IP of address of another host>
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ステップ 4

vswitch-hx-storage-data のアクティブなインターフェイスをスワップして、トラフィックのアップストリー
ムを強制します。
esxcli network vswitch standard policy failover set -a vmnic2 -s vminc3 -v vswitch-hx-storage-data

ステップ 5

ping が成功することを確認します。
vmkping -I vmk1 -d -s 8972 <data IP of address of another host>

ping に失敗した場合は、もう一度やり直してください。
vmkping -I vmk1 -d -s 1472 <data IP of address of another host>

注目

ステップ 6

ping に失敗した場合は、Cisco UCS ファームウェアのアップグレードに進まないでください。Cisco
TAC までお問い合わせください。

ping が失敗した場合でも、インターフェイスをデフォルトに戻します。
esxcli network vswitch standard policy failover set -a vmnic3 -s vminc2 -v vswitch-hx-storage-data

ステップ 7

ノードの Cisco HX メンテナンス モードを終了します（Cisco HyperFlex のメンテナンス モードの終了, （
7 ページ）を参照してください）。

HX クラスタのグレースフル シャットダウン
ステップ 1

クラスタ内の任意のコントローラ VM に SSH します。

ステップ 2

~#stcli cluster info | grep health

ステップ 3

正常な場合は、~#stcli

ステップ 4

シャットダウンには数分かかります。プロンプトに戻るまでお待ちください。

を実行して、クラスタの正常性を検査します。

cluster shutdown

を実行してクラスタをシャットダウンします。
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Cisco UCS Managerを使用したホストファームウェアパッ
ケージの変更
ホスト ファームウェア パッケージは、Cisco UCS インフラストラクチャのアップグレード時に自
動的に設定されます。アップグレードプロセスを開始する前に、正しいファームウェアバージョ
ンを手動でステージングするには、次の手順に従ってください。

ステップ 1

Cisco UCS Manager にログインします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで [Servers] をクリックします。

ステップ 3

[Servers] > [Policies] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] を展開します。

ステップ 4

[Host Firmware Packages] を展開し、アップデートするポリシーを選択します。

ステップ 5

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 6

ホスト ファームウェア パッケージのコンポーネントを変更するには、[Modify Package Versions] をクリッ
クします。

ステップ 7

[Blade Package] と [Rack Package] の値を最新のファームウェア バージョンに変更します。推奨される UCS
FI ファームウェアの一覧については、「HyperFlex Software Versions」を参照してください。

ステップ 8

[Excluded Components] 領域で、このホスト ファームウェア パッケージから除外するコンポーネントに対
応するチェックボックスをオンにします。

ステップ 9

[OK] をクリックします。すべての警告に対して「はい」をクリックします。

次の作業
保留中のアクティビティを確認します。
アップグレード中に、各サーバのユーザ確認が自動的に実行されます。必要に応じて、HyperFlex
ノード上で保留中のアクティビティを手動で確認できます。
Cisco UCS Manager のツールバーで [Pending Activities] をクリックします。
[User Acknowledged Activities] タブに、選択したサブ組織内でのユーザ確認を必要とする HyperFlex
ノードが一覧表示されます。これらのノードは [Pending Reboot] 状態です。

（注）

サービス プロファイルに関して確認応答しないでください。

ブートストラップ プロセス
ブートストラップ プロセスを使用すると、Cisco HX Data Platform Plug-in をアップグレードできま
す。

Cisco HyperFlex System リリース 2.0 アップグレード ガイド
4

アップグレードの準備
ブートストラップ プロセス

（注）

クラスタ管理 IP アドレスを持つノードでこの手順を実行します。

ステップ 1

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex Systems] > [Cisco
HX Data Platform] > [cluster] を選択します。

ステップ 2

[Actions] > [Summary] を選択して、[Cluster Management IP address] をメモします。

ステップ 3

root 権限を使用して SSH でクラスタ管理 IP アドレスに接続します。

ステップ 4

最新の HX Data Platform アップグレード バンドルをこのコントローラ VM に転送します。
お使いのオペレーティング システムに応じて、SCP を直接使用するか、WinSCP や MobaXterm などのサー
ドパーティ ツールをダウンロードすることができます。

ステップ 5

コントローラ VM シェルから、/tmp ディレクトリに移動します。
警告
/tmp 以外のフォルダを使用しないでください。また、サブフォルダを作成しないでくださ
い。

ステップ 6

tar –zxvf <storfs package name>.tgz

を使用してパッケージの圧縮を解除します。

例：
tar –zxvf storfs-packages-2.0.1a-20704.tgz

これにより、すべてのファイルが /tmp フォルダのルートに解凍されて抽出されます。
ステップ 7

cluster-bootstrap.sh スクリプトを呼び出して、アップグレード用のパッケージをブートストラップします。
コマンドを実行します。
:~# ./cluster-bootstrap.sh --vc-url <vCenter IP or FQDN> --vcenter-user administrator@vsphere.local

vCenter FQDN または IP アドレスと、管理者レベルのユーザ名/パスワードを入力します。
例：
root@ucs-stctlvm-101-1:/tmp# ./cluster-bootstrap.sh
Preparing...
Enter vCenter Host: 1.1.1.1
Enter vCenter User: admin
Enter vCenter password:2222
Cluster upgrade bootstrap is required. Updating now...
Installing HyperFlex Software Package
--------------------------------------------------------------------------BUILD_ID:19694
Release: 1.8.1c
Tag:
Date: 20161023
Branch: 1.8.1
Install Date: Mon Oct 24 18:52:26 UTC 2016
-----------------------------------------Applying changes to HX controller
Cron stop/waiting
Cron start/running, process 23868
HX controller changes done
Migrating instll directory to front SSD
Installing python module simplejson
Installing python module vcversioner
Installing python module functools32...
wait for system management service to restart...
[1]Waiting for services to start...
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Updating vCenter plugin ...
Updating plugin version for Springpath Storage Manager from 1.8.1.19547 (GA build)
to 1.8.1.19694
Updated plugin version to 1.8.1.19694
Bootstrap completed.

システム管理サービスが再開されてブートストラップ プロセスが完了するまで待ちます。HX Data Platform
Plug-in が更新されたかどうかを確認します。
ステップ 8

クラスタ管理 IP コントローラ VM からログアウトします。vSphere Web クライアントから必ずログアウト
してください。
（注）
単にブラウザを閉じないでくださ
い。

ステップ 9

vSphere Web クライアントに再度ログインして、HX Data Platform Plug-in を更新します。

Cisco HyperFlex のメンテナンス モードの開始
vSphere Web クライアントの使用
1 vSphere の Web クライアントにログインします。
2 [Home] > [Hosts and Clusters] に移動します。
3 [HX Cluster] が含まれている [Datacenter] を展開します。
4 [HX Cluster] を展開し、ノードを選択します。
5 ノードを右クリックし、[Cisco HX Maintenance Mode] > [Enter HX Maintenance Mode] の順に選
択します。
コマンドライン インターフェイスの使用
1 root 権限を持つユーザとして、ストレージ コントローラ クラスタのコマンド ラインにログイ
ンします。
2 ノードを HX メンテナンス モードにします。
a ノード ID と IP アドレスを特定します。
# stcli node list --summary

b ノードを HX メンテナンス モードにします。
# stcli node maintenanceMode (--id ID | --ip IP Address) --mode enter

（stcli

node maintenanceMode --help

も参照してください）

3 root 権限を持つユーザとして、このノードの ESXi コマンド ラインにログインします。
4 ノードが HX メンテナンス モードになったことを確認します。
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# esxcli system maintenanceMode get

vSphere Web クライアントの [Monitor] > [Tasks] タブで [Enter Maintenance Mode] タスクの進行状況
をモニタできます。
操作に失敗した場合は、エラー メッセージが表示されます。根本的な問題を修正してからもう一
度メンテナンス モードに入ります。問題を解決できない場合は、Cisco TAC までお問い合わせく
ださい。

Cisco HyperFlex のメンテナンス モードの終了
（注）

レプリケーションを設定している場合は、アップグレード、拡張、クラスタのメンテナンスを
実行する前にレプリケーションを一時停止モードにします。アップグレード、拡張、クラスタ
のメンテナンスの完了後、再開してください。タスクを実行するローカル クラスタとの間で
レプリケーションが設定されているすべてのクラスタで、一時停止と再開を実行します。

HX Connect ユーザ インターフェイスの使用

（注）

リリース 2.5(1a)/2.5(1b) 以降のリリースでのみサポートされています。
1 HX Connect：https://<cluster management ip> にログインします。
2 メニューで [System Information] をクリックします。
3 [Nodes] をクリックし、メンテナンス モードから移動するノードの行をクリックします。
4 [Exit HX Maintenance Mode] をクリックします。
vSphere Web クライアントの使用
1 vSphere Web クライアントにログインします。
2 [Home] > [Hosts and Clusters] に移動します。
3 [HX Cluster] が含まれている [Datacenter] を展開します。
4 [HX Cluster] を展開し、ノードを選択します。
5 ノードを右クリックして、[Cisco HX Maintenance Mode] > [Exit HX Maintenance Mode] を選択し
ます。
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コマンドライン インターフェイスの使用
1 root 権限を持つユーザとして、ストレージ コントローラ クラスタのコマンド ラインにログイ
ンします。
2 ノードの HX メンテナンス モードを終了します。
a ノード ID と IP アドレスを特定します。
# stcli node list --summary

b ノードの HX メンテナンス モードを終了します。
# stcli node maintenanceMode (--id ID | --ip IP Address) --mode exit

（stcli

node maintenanceMode --help

も参照してください）

3 root 権限を持つユーザとして、このノードの ESXi コマンド ラインにログインします。
4 ノードの HX メンテナンス モードが終了したことを確認します。
# esxcli system maintenanceMode get

vSphere Web クライアントの [Monitor] > [Tasks] タブで [Exit Maintenance Mode] タスクの進行状況
を監視できます。
操作に失敗した場合はエラー メッセージが表示されます。根本的な問題を修正してから、もう一
度メンテナンス モードを終了します。問題を解決できない場合は、Cisco TAC までお問い合わせ
ください。
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